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1. 臨床検査後期研修プログラムについて   

 

東邦大学医療センター大森病院臨床検査後期研修プログラムは以下の目的を達

成するために実行される。 

1）専攻医が臨床検査に関する知識、技能を習得すること。 

2）専攻医が臨床検査を通して診療に貢献すること。 

3）専攻医が臨床検査の研究法を習得すること。 

4）専攻医が医師として適切な態度と高い倫理性を有し、患者・メディカルス

タッフに信頼され、プロフェッショナルとしての誇りを持つこと。 

5）臨床検査専門医として国民の健康・福祉に貢献すること。 

 

臨床検査はEvidence Based Medicineにおける客観的な指標であり、医療の根

幹をなす。この臨床検査の全般において、品質の向上と維持に努め、適切かつ

信頼性の高いサービスを通して良質で安全な患者診療に貢献する専門医が臨床

検査専門医である。このような専門医を育成すべく、東邦大学医療センター大

森病院臨床検査専門研修プログラムにおいては指導医が教育・指導にあたるの

はもちろんであるが、ご自身が主体的に学ぶ姿勢をもつことが何より重要であ

る。本研修プログラムでは、臨床検査医学総論、一般臨床検査学・臨床化学、

臨床血液学、臨床微生物学、臨床免疫学・輸血学、遺伝子関連検査学、臨床生

理学の基本７科目の研修を行う。原則的にこれら科目の研修は東邦大学医療セ

ンター大森病院にて行うが、必要に応じて地域医療機関での研修も考慮してい

る。本研修プログラム修了により、臨床検査の基礎医学的背景、方法論、臨床

的意義を十分に理解し、それを元に医師をはじめ、他のメディカルスタッフと

協力して適正な医療の実践に貢献することが期待される。同時に専門医認定試

験の受験資格が与えられ、合格により臨床検査専門医資格を得る。臨床検査専

門医には、さらに経験を積み大規模中規模施設の臨床検査部門を管理・運営す

ること、指導医となって現在は数少ない臨床検査専門医を育成すること、教育

研究機関において臨床検査医学の教育研究を担うことが求められる。 

 

2. 臨床検査後期研修はどのようにおこなわれるのか  

 

１）研修プログラムの進行過程 

 

医師に求められる基本的診療能力・態度  （コアコンピテンシー）と

日本臨床検査医学会が定める「臨床検査専門研修カリキュラム」に準

拠した臨床検査専門医に求められる知識・技能の修得目標を設定され
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ており、後期研修の3年後に基本科目の達成度を評価する。具体的な評

価方法は後の項目で示す。 

(1) 臨床検査の基本科目とそのおおまかな研修期間は以下の通りである。

原則として基本検査科目ごとに独立し集中して研修し、ローテーショ

ンする。 

① 臨床検査医学総論：2～4ヶ月 

② 一般臨床検査学・臨床化学：4～6ヶ月 

③ 臨床血液学：4～7ヶ月 

④ 臨床微生物学：4～7ヶ月 

⑤ 臨床免疫学・輸血学：2～4ヶ月 

⑥ 遺伝子関連検査学：1～2ヶ月 

⑦ 臨床生理学：2～6ヶ月 

(2) 各年の習熟目標は、検査報告書の作成を例にすると、1年目は指 

導医の点検を必要とするレベルから、2、3年目には指導医の点検を必 

要としないレベルを目指す。後に述べるRCPCは全期間を通して行う。 

また研究などの学術的活動も1年目終了後に随時行うことができる。 

(3) 各基本科目の研修は以下のように実施される。 

① 臨床検査技師の指導下、各種検査を実施(経験するレベル)・見

学する。 

② 指導医の指導のもとで各種検査の結果を判定し、報告書発行が

業務となっている場合は報告書を作成する。 

③ 指導医の指導のもとで各種コンサルテーションに応え、記録を

作成する。 

④ 指導医の講義により検査に関連する知識を得る。 

⑤ 検査部門および診療科のカンファレンスに参加して学習する。 

⑥ 指導医と上級臨床検査技師（技師長補佐以上）の監督のもとに

医学部および臨床検査技師実習学生の教育を実践することによ

り学習する。 

⑦ 臨床検査法提要（金原出版）、標準臨床検査医学（医学書院）、

異常値の出るメカニズム（医学書院）などの教材や施設内教材

を用い、自己学習により学習する。 

 

(4) 施設外では3年間のうちに以下のことを研修する。 

① 日本臨床検査医学会または日本臨床検査専門医会が主催する講

習会・セミナーに計10単位以上（原則1時間あたり、1単位）聴

講・参加し、出席記録を残す。 
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② 医療安全、感染対策、医療倫理については、上記学会または研

修施設が主催する講習会を受講する。 

③ 指導法、評価法は日本臨床検査医学会ならびに日本臨床検査専

門医会、または所属施設が主催する指導者用講習会で研修す

る。 

(5) このプログラムは原則、初期研修修了後の3年間の専門研修を想定して

いるが、事情により、オプションを用意することも可能であるので、

詳細は相談してください。 

 

２）週間研修計画予定 

 

 月 火 水 木 金 土 日 

午前 指導医に

よる指

導・自己

学習 

指導医に

よる指

導・自己

学習 

指導医に

よる指

導・自己

学習     

指導医に

よる指

導・自己

学習 

指導医に

よる指

導・自己

学習 

  

午後 検査部研

修・検体

検査診断

業務 

検査部研

修・検体

検査診断

業務 

検査部研

修・検体

検査診断

業務 

検査部研

修・検体

検査診断

業務 

検査部研

修・検体

検査診断

業務 

  

夕方 診療科カ

ンファラ

ンス 

研究カン

ファラン

ス 

臨床検査

部勉強会 

臨床検査

部カンフ

ァランス 

自己学習 

または 

RCPC 

  

        

 

◇ 「指導医による指導・自己学習」とは臨床検査部以外の場所での研修を示

す。指導医や上級検査技師（技師長補佐以上）による講義、過去の検査報告

書・教材の自己学習、研修レポートの作成などを行う。 

◇ 「検査部研修・検体検査診断業務」は、検査部における研修で、検査の実 

 施、見学、判定、報告書作成などを行う。研修が修了している科目は診断

業務を行う。 
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◇ 診療科カンファランスは、主に総合診療内科が主催する症例検討会に参加す

る。臨床検査部カンファランスは検査部スタッフの会議であり、検査部の管

理や諸問題に対処する。臨床検査部勉強会は臨床検査に関連した文献を学習

する。研究カンファランスは講座で進行中の研究について討議する。 

◇  ここに示したスケジュールは原則であり、研究活動、研修会への参加、外

部医療機関での勤務(外勤)などの必要性が生じた場合は、随時調整する。休

暇・外勤に充てる期間・時間については、相談の上考慮する。 

 

3. 専攻医の到達目標（修得すべき知識・技能・態度など） 

 

以下の4つについて研修すべき内容が定められている。研修したことを専攻医

研修実績記録に記載し、研修の実際を確かなものにするために、研修レポート

や報告書などをそれぞれの研修修了後に提出する。 

１）経験すべき臨床検査 

臨床検査専門研修カリキュラムに示す検査項目につき、検査別に定めてある要

求レベル（実施できる、解釈・判定できる、説明できる）に応じた研修を行

い。その内容を検査項目ごとに、Ａ４サイズ1枚程度の自己レポートを作成し

てもらう。レポート内容は原則として、① 異常検査成績の内容、② 臨床診

断、③ 異常検査成績となる要因のコメント、④ 関連検査の成績、追加検査の

推奨、⑤内部精度管理記録を含むこととする。以下に基本検査部門ごとの経験

目標を必要自己レポート数として示す。 

（1） 臨床検査医学総論：外部精度管理（日本医師会、日本臨床衛生検査技

師会、CAPなどが実施）の成績（3回以上）。 

（2） 一般臨床検査学・臨床化学：内部精度管理（10項目以上について。各

項目は1回以上）。パニック値を含めた異常値症例（10項目以上につい

て。各項目は3回以上）。 

（3） 臨床血液学：内部精度管理（5項目以上について。各項目は1回以

上）。パニック値を含めた異常値症例（5項目以上について。各項目は

3回以上）。病的末梢血液像、病的骨髄像についてはあわせて10例以

上。 

（4） 臨床微生物学：一般細菌培養（グラム染色所見を含む）により起因菌

同定と薬剤感受性試験が行われた症例（10例以上）。抗酸菌培養、抗

酸菌塗抹検査が行われた症例（3例以上）。 

（5） 臨床免疫学・輸血学：内部精度管理（5項目以上について。各項目は1

回以上）。パニック値を含めた異常値症例（5項目以上について。各項
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目は3回以上）。血液型判定（変異型も含む）、クロスマッチ、不規則

抗体検査が行われた症例（3例以上）。 

（6） 遺伝子関連検査学：血液造血器腫瘍、悪性腫瘍、薬物代謝に関連した

遺伝子、または遺伝性疾患の遺伝子診断が行われた症例（2例以上）。 

（7） 臨床生理学：超音波検査（5例以上）、心電図検査（5例以上）、呼吸

機能検査（2例以上）、神経・筋関連検査（2例以上）。超音波検査は

自らが実施したものとする。 

２）報告書の作成とコンサルテーションへの対応 

（1） 指導医の指導のもと、臨床検査の報告書（病的尿沈渣、アイソザイ

ム、病的末梢血液像、骨髄像、感染症法対象病原体検出、多剤耐性菌

検出、不規則抗体検出、免疫電気泳動、遺伝子診断、超音波診断、な

ど）を作成する。                                          

（2） 栄養サポートチーム、感染管理部など、施設内のチーム医療活動に検

査部門医師として参加し、その記録を保管する。 

（3） 診療科、施設内各種医療職、外部ネットワークなどからのコンサルテ

ーションに対応し、その記録を保管する。            

３）検査データカンファランス（RCPC：reversed clinico-pathological 

conference） 

検査データから病態を解析するRCPCは、臨床検査専門医としてその能力を最大

限活用するものである。院内RCPCカンファレンスに参加し、研修終了後には指

導者としてRCPCを実施できるレベルを目指す。3年間で9回受講し、記録を保存

することが必要である。 

４）地域医療の経験 

近隣で行われる、臨床検査の品質を維持向上させることを目的とした以下の

ような事業や支援を可能な限り経験し、記録を保存しておく。 

（1） 東京都または日本臨床衛生検査技師会が実施している臨床検査外部精

度管理事業を、指導医とともに参加する。 

（2） 東京都または隣県の医療機関で、臨床検査専門医が不在で臨床検査の

指導を必要としている施設において、指導医が指導する際に立ち会

い、地域支援のあり方と実際を研修する。 

（3） 地域内において種々団体が開催する臨床検査の啓発事業に積極的に参

加し、協力する。 

 

4. 各種カンファレンスなどによる知識・技能の習得について 

 

１） 臨床検査技師とのカンファレンス 
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医師および臨床検査技師スタッフによる臨床検査の精度管理と精度保証、臨床

検査の試料採取と測定方法、データ解析に関する症例検討会を行い、専攻医は

積極的に意見を述べ、具体的な診断と管理の論理を学ぶ。 

２） 診療科との合同カンファレンス 

実際の症例をもとに、臨床所見、治療と臨床検査データとの関係、異常値の出

るメカニズムなどを学ぶ。また、それに基づいて、次の臨床検査計画の立案に

ついて検討し、学習する。逆に、検査データのみからその患者の病態を推測し

た後、指導医と議論し、最終的には患者情報を確認することで、模擬RCPCを体

験し、検査データの成り立ちと読み方を学習する。 

３） 学生の指導 

指導医と上級臨床検査技師の指導の下、医学部学生や臨床検査技師の実習学生

の指導を通じて自身の知識と技術を確立する。 

４） 情報検索 

専攻医は抄読会や勉強会に参加することを通し、最新のガイドラインを参照す

るとともに、インターネットなどによる文献検索を含め、種々の情報検索を行

う。 

５） 臨床検査手技の習得 

臨床検査手技をトレーニングする設備や教育 DVD などを用いて積極的に臨床検

査手技を学ぶ。 

６） 各種学会より知識の習得 

日本臨床検査医学会とその関連学会の学術集会（特に教育的企画）、日本医師会

の臨床検査精度管理調査報告会や地域ごとの医師会精度管理調査報告会、その

他各種研修セミナーなどで、下記の事柄を学ぶ。 

(1) 標準的な臨床検査医学的手法、および今後期待される先進的な医療と臨

床検査とその関連領域 

(2) 臨床検査の標準化と精度管理 

(3) 医療安全、病院感染対策、ELSI 

(4) 指導法、評価法などの教育技能 

(5) 臨床検査医学に関する研究方法と考え方 

(6) プレゼンテーションの手法と論文の書き方 

 

5. 学問的姿勢について 

 

本院臨床検査部ならびに臨床検査医学研究室では、種々の基礎・臨床研究を単独

で、もしくは循環器内科、呼吸器内科、小児科などの診療科と共同で実施してお

り、これらに積極的に関与することが望ましい。専攻医は、医学・医療の進歩に
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遅れることなく、常に研鑽、自己学習（active learning）することが求められ

る。研究成果を、主要学会ならびに論文により公表することで社会に還元し、そ

してまた批評を受ける姿勢を身につけることも重要である。なお、臨床検査専門

医資格を受験するためには以下の要件を満たす必要がある。 

1）臨床検査医学(臨床病理学)に関する筆頭者としての原著論文、または学会報

告が筆頭者として少なくとも 1編以上あること。 

2）これは原則として、3 年間の研修期間中に雑誌「臨床病理」あるいは日本臨

床検査医学会もしくはその関連学会に発表したものであることが望ましい。 

 

6. 医師に必要なコアコンピテンシー、倫理性、社会性などについて 

 

東邦大学医療センター大森病院の理念は、「良き医療人を育成し、高度先進医療

の研究・開発を推進することにより、患者に優しく安全で質の高い地域医療を提

供する」ことである。かかりつけ医・診療所・病院との地域連携を密にして、地

域完結型医療を目指している。 

医師として求められる基本的診療能力（コアコンピテンシー）には態度、倫理性、

社会性などが含まれている。内容を具体的に示す。 

１） 医師としての責務を自律的に果たし信頼されること（プロフェッショナリ

ズム） 

２） 患者中心の医療を実践し、医の倫理・医療安全に配慮すること 

３） 臨床の現場から学ぶ態度を修得すること 

４） ヒト試料を用いた研究ができること 

５） チーム医療の一員として行動すること 

６） 後輩医師に教育・指導を行うこと 

７） 保険医療や主たる医療法規を理解し、遵守すること。 

 

7. 他施設における研修および地域医療についての考え方 

 

１） 他施設における研修 

専攻医は当院各部署をローテートすることにより、充実した研修を行うことが

可能である。しかしながら「特定機能病院」内の研修では、不十分な場合に

は、機能と役割が異なる地域医療機関での研修も考慮する。地域医療施設にお

ける研修の順序、期間等については、個々の専攻医の希望と研修進捗状況、各

病院の状況、地域の指導体制を勘案し企画する。 

２） 地域医療・地域連携への対応 
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地域医療機関の臨床検査の品質向上・維持に貢献するため、以下の業務を行うこ

とで自らの能力も修得することができる。 

(1) 東京都または日本臨床衛生検査技師会が実施している臨床検査外部精

度管理事業に参加する。 

(2) 近隣医療機関で、臨床検査専門医が不在で臨床検査の指導を必要として

いる施設において、指導医とともに臨床検査の指導にあたる。 

(3) 地域内において種々団体が開催する臨床検査の啓発事業に積極的に参

加する。東邦大学医療センター大森病院臨床検査部では、大田区、川崎

市を中心として臨床検査技師を対象とした臨床検査研究会を年 4 回開

催しており、これに参加する。 

 

8. 年次毎の研修予定について  

 

まず臨床検査総論を学び、臨床検査を専門とする心構えを修得後、臨床生理学

（心電図、呼吸機能、超音波、神経生理検査）に関わる研修を行う。その後、

遺伝子関連検査学研修に進む。2年次は、臨床血液学、一般臨床検査学・臨床

化学を、3年次は臨床微生物学および臨床免疫学・輸血学を行う。研究は2年次

から、自らの興味を活かしながら指導医とともにテーマを決めて開始する。 

 

9. 専門研修の評価と修了判定について  

 

 1）評価方法 

(1) 専攻医の自己評価 

専攻医は行った研修について、基本科目が終わる毎に、評価表を用い自

己評価して指導医に提出すること。専攻医の自己評価は A：確実に出来

る、B：出来る、C：なんとか出来る、D：あまり出来ない、E：全く出来

ないとする。 

(2) 指導医による評価 

指導医は、専攻医の自己評価報告を受け、同じ評価表上で専攻医の達成

度を評価する。評価は A：良い,B：できる,C：努力が必要の 3 段階評価

である。 評価が Cであった場合には補修的研修を受ける必要がある。そ

して再評価し、B以上になることが必要である。指導医は、態度も、3段

階評価（A：良好、B：普通、C：問題あり）で評価する。Cの場合はその

内容を記載する。態度評価にあたっては(3)に述べるような多職種評価

が参考にされる。 

(3) 指導医による研修内容の評価 
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指導医は、プログラム上の研修内容のみでなく研修に関わった臨床検査

技師、看護師、その他の医療関係職種による専攻医の研修態度などにつ

いて意見を求め、評価の参考にする。 

(4) 後期研修の最終評価と研修終了証 

研修プログラム修了時に、提出書類の点検と専攻医の面接試験とを行う。

提出書類は、① 専攻医の提出による専門研修実績記録、②「経験目標」

で定める項目についての記録、③「臨床現場を離れた学習」で定める講

習会出席記録、④指導医の提出による評価表である。専門医として適格

と評価されると、研修修了証の発行を受ける。専攻医は研修終了証を得

てから専門医試験の申請を行う。 

  

10. 専攻医の受け入れ数について  

 

1名。 

 

                                         

11. 後期研修指導医について 

専攻医を指導・評価を行う指導医は下記の基準を満たした臨床検査専門医であ

り、 

1）臨床検査専門医を 1回以上更新している。 

2）所定期間（5年間）内に認定された指導医講習を 1回以上受講している。 

 

12.問い合わせ先 

本研修プログラムに関する質問は、東邦大学医療センター大森病院臨床検査部 

部長 盛田俊介 toshimrt@med.toho-u.ac.jp宛、その他の質問は、東邦大学

医学部卒後臨床研修/生涯教育センター ttec@jim.toho-u.ac.jp宛でお願い

します。 
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